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4. 結論と今後の課題 

CLD児をめぐる問題 

CLD児 Culturally and Linguistically Diverse Children 

外国にルーツを持つ児童 

 

• 移住の繰り返しによるCLD児の言語習得と教育の問題 

• CLD児はモノリンガル児童に比べ知能の発達が遅れがち
（ Riva et.al 2017） 

• 移民の子どもは移民背景をもたない子どもよりも、学校での成
績が振るわない傾向にある（OECD 2017） 

• 一時的リミテッド状況による発達の遅れを発達障害と誤判定さ
れるケースがある 

 背景と目的  

日本のCLD児をめぐる問題 

•外国人集住地区の小学
校で、日本人児童より高
い比率でCLD児が特別
支援学級に在籍している
可能性 

• CLD児の一時的リミテッド
状況による発達の遅れと
発達障害の鑑別がうまく
できていない可能性 

 

 

 背景と目的  

研究目的 

（１）外国人集住地区の小中学校で学ぶCLD児の特別
支援学級在籍状況を調査 

 

 

 

 

 

（２）発達障害が疑われるCLD児の言語能力や認知能力
を調査し、本当に障害として認定されるレベルか検証 

・ブラジル日系CLD児９名に対する、バイリンガルテスターによ
る知能検査と二言語言語能力テスト 
・CLD児に対する日本語DLA（対話型アセスメント）の実施 
 
 

 背景と目的 

調査地域 
・外国人（特にブラジル人）集住地区 
 群馬県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県 三重県の各市町村 
・小中学校 
調査方法 
・ 教育委員会に協力依頼しデータ入手 
・ 小中学校を訪問し、担当者から情報収集 

外国人集住地区の小中学校で学ぶ 
CLD児の特別支援学級在籍状況 
 

  日本人児 CLD児 合計 

特別支援学級児
童数 

（対合計比） 

3,330 270 3,600 

(2.26%) (5.01%) (2.36%) 

普通学級 

在籍児童数 
144,013 5,123 149,136 

合計 147,343 5,393 152,736 

全体としてみると 

集住地区のCLD児の特別支援学級在籍比率(5.01%)は 

日本人児童(2.26%)の２倍 

有意に多い（ p<0.001, 効果量2.28, 95%信頼区間 2.00〜2.59 ） 

表：外国人集住地区12地域における特別支援学級在籍児童と 
普通学級在籍児童数（2015-2017） 

調査1 
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日本人 CLD 

自治体別在籍状況 

日本人児童とCLD児との在籍比率に差のない自治体もある 
（自治体C,J) 
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ヒアリングによる調査 

•比率に差のなかった自治体Cでは、インクルーシブ
教育を重視し、普通学級の中で、多様な教員が関わ
りながらCLD児を包摂して教育している 

•専門家の診断に基づいていなくても、普通学級で 
十分にケアができない、通級でも十分に教育の手当
ができないCLD児を、一時的に特別支援に在籍させ  
個別指導を受けさせている小学校もあった 

•言語や学校文化の違いから、普通学級になじめな
い、教師のコントロールが難しいCLD児が、発達障害
と扱われ、特別支援学級に配置されているケースも
見られた 

調査1 

調査１まとめ 
 

•集住地区のCLD児の特別支援学級在籍比率は
日本人児童の２倍だが差のない自治体もある 

•自治体や学校によって、特別支援学級の意味づ
けや扱いが異なっている 

•数字上の比率が２倍であるということが、発達障害
をもつCLD児の比率が２倍であるということを意味
しない 
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調査２ 発達障害が疑われるCLD児の
知能と複言語能力に関する調査 

調査概要 

 調査期間    2017.5~2018.3 

 調査対象者 東海地区在住日系ブラジルCLD児（男児）6名 

            日本生まれでブラジルに帰国した 

           日系ブラジルCLD児3名（１名は女児） 

            合計9名  

 調査内容   二言語能力調査（『ことばのテストえほん』） 

    バイリンガルテスターによる知能検査 

           （ポルトガル語版WISC-Ⅳ＋日本語版） 

     保護者に対する面談調査、行動観察 
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結果  
  二言語能力 

検査 

WISC-Ⅳ結果  全体結果 

シンヤ 実施できず 実施できず 障害あり（医師の所見と一致） 

ケイ ポ 中上級 

日 ゼロ 

FSIQ  障害の疑いあり 

コウタ ポ 中級  

日 初級 

FSIQ 87 障害がある可能性あり 

タケシ ポ 中級  

日 初級 

FSIQ 77 障害がある可能性あり 

ヒデオ ポ 初中級  

日 上級 

FSIQ 84 障害がある可能性あり 

キヨシ ポ 上級  

日 中級 

FSIQ 101 
*二言語実施 

障害がない可能性あり 

ジュン ポ 上級  

日 中級 

FSIQ 108 障害がない可能性あり 

コマキ ポ 中上級 

日 ゼロ 

FSIQ 115 障害がない可能性あり 

コウジ ポ 上級 

日 初級 

FSIQ 109 障害がない可能性あり 

半数は一時的リミテッド状況で発達障害ではない可能性 

調査2 

知能検査（WISC-Ⅳ）の結果 

  タケシ コマキ コウジ ヒデオ コウタ ジュン キヨシ ケイ 平均 
標準偏
差 

言語理解(VCI) 86 104 97 76 78 104 95 103 92.88  10.75  

知覚推理(PRI) 71 118 114 92 100 118 108 128 106.13  16.94  

ワーキング 
メモリー(WMI) 

91 103 103 88 68 94 97 83 90.88  10.81  

処理速度(PSI) 80 108 108 95 115 105 103 111 103.13  10.34  

合計(FSIQ) 77 111 107 84 87 108 101 119 99.25  13.90  

調査2 



CLD児の言語相補的な認知発達 

• キヨシは、二言語のWISC-Ⅳを用いて実施。ポル
トガル語で解答に詰まったら、日本語に切り替えて
同じ問題を問いかけると回答が得られた。言語交
代は一度ではなく二度、三度と起こった。 

•特に「沸騰」等の用語定義問題で傾向が顕著。 

• CLD児の中には、二言語で均等にパフォーマンス
が行えるのではなく、単言語で行える言語行動を、
相補的に獲得している児童がいる 

•医師や教師がどちらかの言語しか理解できない場
合発達の遅れを疑う可能性は高い 
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タケシ以外の７名 

高：知覚推理・処理速度 
低：言語理解・ワーキングメモリー 
Riva et.al(2017)の結果と一致 
 
 
 

図 タケシを除く７名の 
WISC-Ⅳの平均 
 

一時的リミテッド状況にある 
CLD児のWISC-Ⅳは”N”型？ 
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DLA調査 
Dialogic Language Assessment 

なんらかの障害があると感じられるCLD児童が
DLAを受けた場合見られる傾向 

（日本語） 
  

• 質問と答えがかみ合わないことが頻繁に起こる。 

• 言いたいことを勝手に追加する。 

• オノマトペの頻出、体の動きなどに反復行動が見られ
る。 

• 一つの事柄（絵など）にこだわる。 

• 言語能力も低く、語彙量も圧倒的に少ない。 

 
15 

T：大変です。まさるくん（仮名）は授業
中にトイレに行きたくなりました。 

先生になんといいますか？じゃあ、私
先生です。はい・・・なんていう？ 

S：多分授業が終わるまで我慢する。 

T: あ、我慢する？先生に言わない？ 

あー、そーなんじゃ。もし先生に言うん
やったらどういうの？ 

S:  ・・・ちょっとトイレに行ってもいい
ですか。（長い間のあと、小さい声で） 

 

DLA  
絵を見せて絵の中にある児童の身になって言わせる 
対話タスク課題でのCLD児の発話プロトコル                                              
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• DLAはCLD児から引き出した発話プロトコルに対す
る評価に加え、最終的に、CLD児の背景やCLD児の
観察などを総合的にとらえ、参照枠によって評価を行
う。 

• DLAは、WISC-Ⅳでは測れない言語能力（ALP）も
測定可能で、長い時間をかけてテスターの支援を受
けながら回答するため、上記のような発話プロトコル
を談話分析することで、グレーゾーンの子どもの鑑別
にいくつかの手がかりを提供できる可能性がある 

• DLAは対話型アセスメントであるため、WISCとの併
用で２時間近くかかるが、多くの多角的なデータを早
い段階で入手し、支援につなげることを考えると、テ
ストバッテリーとしても有効なのではないだろうか。 

 

DLAの可能性 
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1. 日系人集住地区においては、CLD児の特別支援学級
在籍比率は日本人児童の比率の二倍で、有意に多く
なっている。しかし自治体による差がある。 

2. 医師から発達障害を疑われ、通級指導や特別支援学
級に入っている日系CLD児の中に、障害の疑いがない
児童が半数程度含まれている可能性が確認された 

3. CLD児は言語理解とワーキングメモリーの値が相対的
に低く、下位項目の値がゆるやかなN型を示す傾向が
見られた。また二言語で知能検査を実施したことでパ
フォーマンスを上昇させたケースも見られた。 

4. DLAの実施により、発達障害の疑いのあるCLD児には
いくつかの特徴が確認された。DLAを行い、そのやりと
りの傾向を観察し、参照枠で評価することで、発達障害
の疑いがある児童の鑑別に役立つ視点を提供できる
可能性がある 

 

結論 
結論 



 
CLD児のアセスメントの改善に 
必要なこと 
 
•言語能力を考慮した知能検査の実施 

• 児童の得意なほうの言語で検査する 

• バイリンガルテスターによって検査する 

• Translanguaging（Garcia 2009）なアセスメント 

・DLAの実施 

・背景調査（移動歴、生活言語等） 

・行動観察 

・身内へのヒアリング 
 

結論 

CLD児の支援に必要なこと 
 

• CLD児の支援のためのアーティキュレーションを  
実現するには、どのようなアセスメントや経緯で   
特別支援学級・日本語支援学級に入級しているか
を把握することが重要（コーモス・スミス, 2017） 

 

•  発達アセスメントによってCLD児の 

    苦手なところ、得意なところを明らかにし、 

    得意なところを伸ばすための                

  （言語）教育プログラムを開発する 

 

・ DLAの実施は支援にも有効 

 

結論 
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